●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

《スオ ミの歌》 とい う合唱曲が ある。
!

奇 しき歌」 とい う歌詞で始まり、わが国でも古 くから親 しまれてきた。 ところで、「ス
オ ミ」がフィンラン ドのオ リジナル名である ことを どの くらいの人が知 っているだろう。ましてや 「琴」 は指 で弦を は じ
「歌い奏ずる琴 の音 聴けよや

く民族楽器 「カンテ レ」を指 していると知 る人はごくわずかだろう。
フィンラン ドは知 る人ぞ知る合唱大国である。少年少女合唱 では、歌 と器楽演奏 の両方に秀で、世界を巡 って各地 で絶
賛 された「タピオラ合唱団」。男声合唱では、重厚かつ輝 か しい響 きを誇 る「ヘルシンキ大学男声合唱団」、混声合唱 では、
透明感あふれる響きで聴 く人を魅了する「カン ドミノ合唱団」な ど、枚挙 にい とまがない。
フィンラン ド音楽 の魅力の源泉は、それぞれの地方で歌 い継がれてきた民謡にある。長 い 問 ロシアやスウェー デンの支
配下 に置かれ、豊か とはいえない 国土を耕 し、冬の厳 しい寒さに耐えなが ら、祖先か らの歌を歌い継いできた。その歴史
遺産を芸術音楽に昇華させたのが、ヤーネフェル ト、 シベ リウス、メリカン ト、 クー ラな どの作曲家たちである。かれ ら
の作品を とお して世界 の人 々はフィンラン ドの芸術性 の高さを知 り、フィンラン ド人 もまた自らが誇 り高 い 国民 であるこ
とを 自覚 したのである。

2019年 はフィンラン ドとわが国 とが修好条約を結んで 100年 目にあたる。記念すべ きこの年に男声合唱団 ESMILAを
聴ける ことを、 この上な く幸せに思 う。
(指 揮者

ES MILA

ESP00N MIESLAULAI.tT

中村隆夫)

男声合唱団 [ESMILA〜 エスミラ〜]
首都ヘルシンキ市 に隣接するエスポー市を本拠地 とする 1979年 創立 の男声合唱団で、今年創立

40周 年を迎 えた。 フィンラ ン ドはバ ル ト三 国 とともに合 唱 レベ ルの高 い 国で、ESMILAも その一つで ある。 ほぼ 2年 ご と
に海 外 へ 演奏旅行を行 ってい るが、 2009年 には韓 国を訪問 して同国で最 も歴史が古 く、最高 レベ ル にある とされ る 「韓 国
男声合 唱団」 とジ ョイ ン トコンサ ー トを行 った。 また これ までに 2011年 コー ンウォール (英 国)、 2013年 マル タ共和 国、
2015年 リー ヴァ・ デル ・ ガル ダ (イ タ リア)で 開催 された国際合唱 コン クール に参加 し、それぞれ第 3位 、第 2位 、第 1
位 を獲得 してい る。
日本 =フ ィ ンラン ド修交 100年 にあたる 2019年 を前 に、 ESMILAは 文化使節 として 日本公演を企画 し、 1976年 創立以
来、 フィンラン ドと長年 にわた って活発 な交流 を進 めてきた北海道 フィンラ ン ド協会 に公演 の主 催協力を要請 してきた。
当協会 ではそれ に応 え、在札幌 フィンラン ド名誉領事館 (横 山 清 名誉領事 )と 共催 し、駐 日フイ ンラン ド大使館、北海道、
札幌 市な どの後援 を受 けて、札幌 コンサ ー トホール (大 ホール )と 函館芸術 ホール での 2公 演を決定 した。
なお北海道 フィンラン ド協会では、 この 公演を北海道や札幌市 の 合唱愛好家、 とりわけ若 い世代 の合唱愛好家を視野 に入
れて安価 な入場料 を設定 し、多 くの人が北 欧 の合 唱に触れ得 る ことを もって両 国 の修交 100年 を記念す る ことを 強 く願 つ
てい る。
・

ヘ ル ゲ ・ ク ル ヴ ィ ッ ツ (Hette KOr宙 ts、 手
旨揮者 )

1993年 、エス トニア音楽 。舞台芸術学院卒業。引き続きシベ リウス音楽院でマ ッティ・ ヒュエ ッキ教授のもとで合唱お
よびオーケス トラ指揮を修める。 1998年 、合唱指揮 のディプロマ取得。以来、Savolaisen Osakunnan Laulaat合 唱団
(19921998)を 皮切 りに数々の合唱団の指揮者を務め、現在も複数の合唱団の指揮者を務めている。

■ ヴィッレ・ ウフ
レポネン

(Vme urpOnen、

オルガニスト)

現代 フィンラン ドを代表す るオルガニ ス トの一 人 で、その活動 は世界 に及んでお り日本 へ も演奏旅行 を行 ってい る。
American Organist"誌 2016年 1月 号 には 「ウルポネンは極上の芸術性 と華麗なテ クニ ックを備えてお り、西側 ヨーロッ
パおよびアメリカの最高のオルガニ ス トの一人 に数 えられる」 と評され ている。
(北 海道 フィンラン ド協会)

ロビー演奏のお知 らせ
開演前の 18:30か ら大ホール 1階 ホワイ
エで、カンテ レ (フ ィンラン ド民族楽器)
と声楽アンサンブルによる演奏を行 いま

<チ ケ ッ トに つ い て >
1.座 席の種類は、 A、 B席 があ り、全て指定
S、

席です。指定の座席にて ご鑑賞 ください。
2.公 演中止の場合を除き、 ご購入頂いたチケッ

す (約 10分 )。 出演は、カンテ レあんさ
″
″
んぶる み ゆう の皆さんと ESMILAの 選
抜 メンバ ー。開演前のひ ととき、「森 と

児童の ご入場には 1人 1枚 チケッ トが必要です。

湖の国」フィンラン ドの伝統楽器の神秘

*場 内での写真撮影や録音、携帯電話の使用など

的な澄んだ音色をお楽 しみ ください。

はご遠慮ください。

トのキヤンセル、変更は出来ません。

3.未 就学児の同伴は ご遠慮下さい。なお、就学

